
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
北広島市立西の里小学校長 相澤 哉  

学校の周りの自然にも春の息吹が感じられる季節なりました。 

新型コロナウイルス感染症もいまだに落ち着きを見せてはいません。昨年度以来続いている様々な教

育活動の制限や予防への対応を継続していかなくてはなりません。ご協力とご理解をお願いいたします。 

さて、本日より、新 1年生６０名を迎え、全校児童３５１名で新年度が始まりました。職員は、４０

名のスタッフで学校教育の推進にあたります。 

今年度は、『チャレンジ：自ら進んで考え行動する児童の育成』という重点目標を設定しました。

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」のバランスのとれた子どもの育成をめざしています。保護

者や地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら教育活動を展開していきます。今年度もどうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

「自立・共生する生き方」の基礎を身につけた児童の育成 

この学校課題には、これからますます複雑化する社会においても「自らの力で、周囲の人たちと力を

合わせ、補い合いながら、たくましく、幸せに自分の生きる道をしっかりと歩んでいける人に育ってほ

しい」という願いが込められています。 

そして、この課題を解決するための重点を 

チャレンジ：自ら 進んで 考え 行動する 児童の育成 

としました。キーワードは「チャレンジ」です。 

「自ら進んで考え行動する児童を育成」していくためには、子どもたちは、「与えられたことをす

る」だけはなく、自分から考えて、判断し、進んで物事に取り組んでいかなくてはなりません。学校生

活の中で、やった方がいいのだけれども、できなかったことが子どもたちそれぞれにあると思います。

どんな小さなことでも、自分が今までできなかったことに積極的に「チャレンジ」していく姿勢が大切

になります。当然、挑戦してうまくいかないこともでてくると思います。うまくいったことやうまくい

かなかったことの両方が子どもたち一人一人の着実な成長につながっていくと信じています。 

子どもたち一人一人の着実な成長のために教職員が一丸となって、教育活動に取り組んでいきます。 

今年度も、学校・家庭・地域が三位一体となって、子どもたちを見守り、育てていくことをお願い

し、令和３年度の開始にあたってのご挨拶とさせていただきます。 
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【お願いとお知らせ】 

①一斉メール配信システム「里小安心メール」の登録・更新をお願いします。※R2 登録率…99.2％ 

（本日配布のお知らせ文書を参照してください） 

②４月７日に「PTA 総会議案」と鑑文書を配布いたしますので、内容をご確認ください。 

③昨年度までの保護者の皆様には守っていただいておりましたが、校舎正面側（正門より奥の学校敷地内） 

への自家用車の乗り入れはできませんので、新１年生のご家庭におきましてもご承知おき下さい。 

（一部デイサービス車両や了承済みのご家庭は除きます） 

 ④昨年度同様、午後 6 時３０分から午前 7 時３０分までの間は「転送電話サービス」の時間帯となり、 

  学校の電話が繋がらなくなりますのでご承知おき下さい。 

【本年度の学校課題と重点】 

「自立・共生する生き方」の基礎を身につけた児童の育成 

自ら 進んで 考え 行動する 児童の育成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職名 氏 名 担任等 職名 氏 名 担任等 職名 氏 名 

校長 相澤  哉  教諭 伊賀 信之 ５年１組 支援員 佐藤美方子 

教頭 内海  洋  教諭 砂原 智哉 ５年２組 支援員 宮川 幸希 

教諭 谷口 哲次 教 務 教諭 岸本さおり ６年１組 介助員 木原かおる 

教諭 紺野 洋一 T.T. 教諭 德中 和将 ６年２組 介助員 髙橋 政志 

教諭 野村  類 理科専科 教諭 折戸 悦子 ひまわり学級 心の教室相談員 岩瀬 順子 

教諭 長根  応 授業改善推進 教諭 森  正人 ひまわり学級 学習指導員 竹田タケ子 

教諭 新井あすか １年１組 教諭 彌永 圭介 ひまわり学級 スクール･サポート･スタッフ 沢里 文子 

教諭 宮崎 圭介 １年２組 教諭 成澤レイコ ひまわり学級 A L T エルビス･センテノ 

教諭 後藤祐記代 ２年１組 教諭 小田 優子 ひまわり学級 A L T ティー･アマンダ･リン 

教諭 佐藤 俊介 ２年２組 養護教諭 庄野亜沙美  給食配膳員 近藤 明枝 

教諭 大橋 恵子 ３年１組 事務職員 桑山 達也  給食配膳員 秋野 香織 

教諭 髙橋  直 ３年２組 事務職員 黒川 雅樹  給食配膳員 浜田久美子 

教諭 林山 和恵 ４年１組 業務主事 皆川 達也    

教諭 小倉 瑛己 ４年２組 事務補 片桐 美雪  

★令和３年度に着任した職員をお知らせいたします★ 
 
【校長：相澤 哉】枝幸町立乙忠部小学校より 
 この度の異動で、枝幸町立乙忠部小学校より参りまし
た。保護者の皆様・地域の皆様のご理解とご支援をいただ
きながら、子どもたちの健やかな成長をめざし、誠心誠意
努力していきたいと考えております。どうぞよろしくお願
いいたします。 
 
【ひまわり学級担任：森 正人】西の里小学校陽香分校より 

北海道向陽学院の中にある、陽香分校から異動になりま
した。特別支援学校と特別支援学級での 33 年の経験が、
最後の職場になるかもしれないこの学校のお役に立つよ
う頑張ります。保護者のみなさま、地域のみなさま、どう
ぞよろしくお願いいたします。 

 
【３年１組担任：大橋恵子】千歳市立緑小学校より 
 この度、千歳市立緑小学校より異動になりました。121
年という長い歴史と伝統ある西の里小の一員となれたこ
とを大変嬉しく思っております。地域のことをたくさん学
び、「キラっと輝く！里っ子！」のために尽力します。保
護者、地域の皆様、どうぞよろしくお願いします。 
 
【ひまわり学級担任：成澤レイコ】恵庭市立恵庭小学校より 

この度、恵庭市立恵庭小学校から着任しました。西の里
小学校の子ども達との新しい出会いをとても楽しみにし
てきました。早く、学校の事、子ども達の事、地域の事を
知り、子ども達の成長のために精一杯頑張ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。 
 
【４年２組担任：小倉瑛己】新採用 
 この度、新採用として西の里小学校に赴任することにな
りました。北海道の生活では、まだ慣れない日々を送って
います。自分は群馬県から来ました。群馬県に比べて涼し
い環境であるためとても過ごしやすく感じます。学校のこ
とに早く慣れるように日々努力していきたいと思います。
ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお
願いいたします。 
 
【特別支援学級介助員：髙橋政志】北広島市立広葉中学校より 

この度、特別支援学級介助員としてお世話になることに

なりました。以前、隣接する西の里小学校陽香分校で支援

員をしていたことがあります。そのためとても懐かしさを

感じています。よろしくお願いいたします。 
 
【スクール･サポート･スタッフ：沢里文子】昨年度からの継続任用 
 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

西の里小学校 令和３年度新体制の紹介 

日
曜
日 校内行事予定

1 木 学年始休業　里小交通安全日

2 金

3 土

4 日

5 月
新６年生登校（10：00～11：00）転入児童受付（13：00～）
１年生学級発表（児童玄関14：00～）

6 火
着任式･始業式（１校時）　入学式（10：40～）
２時間授業　教科書配付　PTA生活部交通安全指導（～８日）

7 水
登校時交通指導①　１年下校指導①・バス乗車指導①（１・２・３年）
クラブ希望調査①　PTA役員会⑥

8 木
登校時交通指導②　１年下校指導②　バス乗車指導②（４・５・６年）
教研式知能検査（２年２校時・５年３校時）

9 金 登校時交通指導③　１年下校指導③

10 土 土曜授業①（２時間）　学級懇談10：30～（PTA総会：TV放送）

11 日

12 月
通常５時間　２計測･視力･聴力（家：6年,4年,5-1,5-2)  クラブ希望調査②
児童委員会①(三役決定・活動計画） １年下校指導④　図書館開館

13 火
２計測･視力･聴力（家：3-1,3-2,2-1,2-2）
１年下校指導⑤

14 水
１年生給食開始 　２計測･視力･聴力（家：1-1,1-2,ひ）
NRT全国標準学力検査(２～６年２・３校時) 　ＰＴＡ役員会①（予定）

15 木
通常５時間授業　児童委員会②　里小交通安全日　学級写真撮影
耳鼻科検診（2年13：00家）視力・聴力検査(３・４年)

16 金
短縮５時間授業　視力･聴力検査（２年）　認証式（４校時）
学級写真撮影（予備日）　資源回収日①

17 土

18 日

19 月 図書貸し出し開始

20 火 ４時間授業（給食あり）　春の個人懇談①

21 水 眼科検診（1年生8：40家）

22 木 ４時間授業（給食あり）　春の個人懇談②

23 金
４時間授業（給食あり）   春の個人懇談③
交通安全教室（２校時：３年　３・４校時：１.・２年）

24 土

25 日

26 月 ４時間授業（給食あり）　春の個人懇談④

27 火 ４時間授業（給食あり）　春の個人懇談⑤

28 水 １年生を迎える会（中＋３校時）

29 木 昭和の日

30 金 ４時間授業（給食あり）　春の個人懇談⑥　豆次郎ブロック移動

令和３年度　４月



 


